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全50問で刑事訴訟法のあらゆる
出題パターンに対応できる能力を養成

合格答案作成のすじ道（「思考のプロセス」・
「学習のポイント」等）の明示により答案の自己分析が可能

補訂版では内容の理解がより深められるよう
「参考答案」・「論点解説」をさらに充実！
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補訂版　はしがき
本書初版が発行されてから早いもので１年以上が経過いたしました。その

間に実施された司法試験及び予備試験の状況は以下の通りです。

予備試験の最終合格者数は第１回（平成23年実施）の116名から第２回（平

成24年実施）の219名へと大きく増加しています。また，平成24年司法試験

では，予備試験合格者58名が最終合格を果たしています（合格率７割以上）。

このような状況から考察するに，今後は更に予備試験の需要が増し，受験生

が増加することが予想され，予備試験合格のためにはより一層の努力が必要

になると考えられます。

予備試験は短答式試験，論文式試験，口述試験で構成されますが，特に論

文式試験対策が重要です。第２回予備試験において，1643名の受験者のうち，

論文式試験の合格点である230点以上の成績を修めたのは233名と，その割合

は約15％です。論文式試験の突破が予備試験の最難関といえるでしょう。

このような状況を踏まえ，弊社では皆様の学習の一助となるよう，本書の

補訂版を急遽刊行することにいたしました。

本書はあくまで既刊初版の補訂版であり，掲載問題の加除，修正は行って

おりません。しかし，各問題における参考答案や解説部分を見直し，より分

かりやすい表現，適切な内容へと改善いたしました。

本書をご活用いただくことにより，読者の皆様が予備試験の合格を勝ち取

られることを祈念いたします。

2013年６月吉日

株式会社　東京リーガルマインド

ＬＥＣ総合研究所　司法試験部



はしがき
平成23年７月17日（日）及び18日（月）の両日にわたり，第１回予備試

験の論文式試験が実施されました。

予備試験は，法科大学院課程の修了者と同等の学識・応用能力等を有する

ことを判定することを目的としています。論文式試験の出題は，多くの法科

大学院で講義がされているであろう条文解釈上の基本的論点及び重要判例の

理解を問うものであったといえましょう。

そこで，本書は，予備試験の論文式試験へ万全の対策をしていただくため，

今後の予備試験論文式試験での出題が予想される，条文解釈上の基本的論点

を多く含む論文式問題を厳選し，掲載いたしました。そして，それぞれの問

題について，論点を指摘するとともに，参考答案をご提示し，より具体的に

合格レベルの答案をイメージすることができるよう編集いたしました。

本書をご活用いただくことにより，論点に対する着実な理解と合格答案作

成のノウハウを身に付けていただけるものと確信いたしております。

2011年10月吉日

株式会社　東京リーガルマインド

ＬＥＣ総合研究所　司法試験部



★ 論点一覧 ★
1　違法収集証拠排除法則
2　概括的記載の適法性
3　欺罔により扉を開けさせる行為の適法性
4　捜索差押許可状呈示に先立つ室内への立入りの可否
5　証拠物発見後に違法がある場合の証拠能力

マスター問題

捜査官甲は，暴力団員Ａに対する覚せい剤所持被疑事件についてＡ宅を
捜索するため，差し押えるべき物として「一．覚せい剤，二．注射器，三．
吸引器具，その他本件に関係ありと思料される一切の物件」と記載された
捜索差押許可状を得て，Ａ宅に赴いた。
甲は，Ａによる罪証隠滅を防ぐために，チャイムを鳴らして「宅急便です」

と声を掛け，Ａに玄関扉を開けさせた。そして，甲は，Ａの住居に入室した
うえ，その直後に捜索差押許可状を呈示し，捜索を開始した。その結果，甲は，
Ａのベッドの脇から覚せい剤一包を発見し，これを差し押えた。捜索終了
後に，甲が覚せい剤をＡに示したところ，Ａが「そんなアホな」と言って，
自己のものであることを否認するような発言をしたことから，甲はＡの襟首
を掴んで後ろに引っ張ったうえ，執拗にわき腹を蹴る等の暴行を加えた。
その後，Ａは覚せい剤所持罪で起訴された。
上記覚せい剤の証拠能力について論ぜよ。

▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
捜索・差押えは重要分野です。また，違法収集証拠排除法則については最新判例が多

く出ています。そこで，複数の判例を素材とし，捜索・差押えと違法収集証拠排除法則
に関わる論点につき基本的な理解を深めていただきたく，本問を出題しました。

捜索・差押③6

思考のプロセス
一　全体の注意点
本問は，捜索・差押えという捜査における重要分野について，差押物の証拠

能力の有無を問うという問題です。捜索・差押えに関しては，捜査分野におけ
る横断的な理解を問うものとして重視されていると考えられます。また，違法
収集証拠排除法則については，ここ最近で重要な判例が続出しています（最決
平 8.10.29，最判平 15.2.14 ／百選〔96〕等）。刑事訴訟法では判例の検討が不可
欠であるので，判例の理解を確認するという意味でも，本問をよく検討して下
さい。

★ 論点一覧 ★
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本書の効果的活用法
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第 １　本問では，捜査官甲は，欺罔により玄関扉を開けさせる
等，違法の疑いのある捜査をしている。そこで，本問覚せい
剤は違法収集証拠として証拠能力が否定されないか。違法収
集証拠排除法則につき明文なく問題となる。
確かに，違法収集証拠を証拠として許容すると，司法の廉
潔性を害し，将来の違法捜査も抑制できないので，違法収集
証拠の証拠能力は否定すべきである。
しかし，いかなる軽微な違法でも証拠排除されるとすると，
真実発見（１条）の要請に応えられない。
そこで，証拠の収集手続に令状主義の精神を没却するよう
な重大な違法があり，これを証拠として許容することが将来
における違法捜査の抑制の見地から相当でないと認められる
場合には，その証拠能力を否定すべきと解する。
第 ２　以下，甲による本問覚せい剤の収集手続に，令状主義の
精神を没却するような重大な違法があるかを検討する。
１　まず，本問捜索差押許可状には「その他本件に関係あり
と思料される一切の物件」という概括的な記載がある。そ
こで，かかる捜索差押許可状は差押目的物の特定（憲法
３５条，２１９条１項）に欠け無効となり，これに基づく
差押えに令状主義の精神を没却するような重大な違法があ
るのではないかを検討する。
⑴　差押目的物の特定が要求される趣旨は，一般的捜索差

➡

違法収集証拠排除法
則

➡

概括的記載の適法性

押えを防止し，被処分者の人権保障を図る点にあるので，
差押目的物の概括的の記載は許されないとも思える。
もっとも，あまりに厳格な特定を要求すると捜査の必
要性を害する。そこで，令状の記載ができる限り具体的
な物件を例示し，その例示に準じるものを指すことが明
らかである場合には，特定性を欠くことはないと解する。
⑵　本問では，「覚せい剤」等具体的な物件を例示しており，
それに準じるものを指すことが明らかといえる。
したがって，本問捜索差押許可状は特定されており，
これに基づく差押えに令状主義の精神を没却するような
重大な違法はない。

２　次に，甲は，宅配便を装うという欺罔行為によってＡに
扉を開けさせている。そこで，かかる行為に令状主義の精
神を没却する重大な違法があるかを検討する。
⑴　この点については，真実発見と人権保障の調和の見地
から，捜索・差押えに必要であり，社会通念上相当と認
められる行為は，「必要な処分」（２２２条１項，１１１
条１項）として認められると解する。
⑵　本問では，覚せい剤は，トイレに流す等証拠隠滅が容
易であるので，来意を告げる前に本問のような手段を採
る必要性が高い。また，錠を破壊するのとは異なり，欺
罔により扉を開けさせることは財産上の損害も少なく穏
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★ 論点解説 ★
1　違法収集証拠排除法則
一　問題の所在

本問覚せい剤の証拠能力が認められるためには，証拠の関連性の他に，証
拠禁止にあたらないこと，すなわち，違法収集証拠排除法則によって証拠排
除されないことが必要である。本問においては，①捜索差押許可状の記載が
概括的である点，②欺罔による立入りをしている点，③捜索差押許可状の呈
示前にＡ宅に立ち入っている点，④覚せい剤発見後にＡに暴行を加えている
点に違法の疑いがある。
そこで，本問覚せい剤が違法収集証拠にあたり，証拠能力が否定されるの

ではないかが問題となる。

二　学説
１　違法収集証拠排除法則の肯否
⑴　否定説（横井）
（理由）
・　自白の場合と異なり，証拠物の場合はその証拠能力を制限する
明文規定がない。

・　押収過程に違法があっても，押収物それ自体の証拠価値に影響
はない。

 合格ライン
１　捜査手続に違法があるとした場合には，違法収集証拠排除法則が適用可能で
あることについて述べていること

２　概括的記載の令状による捜査・差押えの可否について論じていること
３　欺罔行為による立入りが問題になることを示しつつ，その適法性について論
じていること

４　令状呈示前の立ち入りの適法性について論じていること
５　証拠物発見後の捜査に違法がある点について，その違法性が証拠能力に影響
を及ぼすかを論じていること

除説に立つと，手続きに違法があれば，本問覚せい剤の証拠能力は認められ
ないことになるでしょう。これに対し，相対的排除説に立つと，甲の証拠収
集手続に重大な違法がある場合に限り，本問覚せい剤の証拠能力が認められ
ないことになるでしょう。

田口・373 頁以下，池田＝前田・478 頁以下

■参考文献
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オプション問題

警察官は，甲に対する覚せい剤所持被疑事件に関し，「甲が宿泊中のホテルの
客室」を捜索場所，「覚せい剤」等を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状
の発付を受け，同客室に赴いた。証拠が隠滅されることをおそれた警察官は，ホ
テルの支配人に協力を求めてマスターキーを借り受け，来意を告げることなく，
マスターキーでドアを開錠し，同客室内に立ち入った。すると，在室していた甲
が，ビニール袋に入った覚せい剤を持ってトイレに駆け込もうとしたので，警察
官は，甲を制止して持っていた覚せい剤を取り上げ，その後，甲に捜索差押許可
状を示した上，同覚せい剤を差し押さえ，引き続き同客室内の捜索を実施した。
同客室内には甲の知人らしき乙が居合わせており，同人がボストンバッグを携
帯していたことから，警察官は乙に同バッグの任意提出を求めた。しかし，乙が
これを拒否し同バッグを抱え込むような態度をとったため，警察官は，乙の抵抗
を排除して同バッグを取り上げ，その中を捜索したところ，ビニール袋に入った
覚せい剤を発見したので，これを差し押さえた。
以上の警察官の行為は適法か。
 （平成２０年度旧司　第１問）

学習のポイント
本問では，主に，令状による捜索・差押えの効力の限界が問われています。論
述にあたっては，かならず，令状主義の趣旨から論述し，規範，あてはめを充実
させましょう。

（法務省発表の出題趣旨）
本問は，場所に対する捜索差押令状を執行する場面を題材として，令状執行の

実効性を確保するためにどのような措置が許されるか，捜索場所に居合わせた者
の携帯品に対する捜索・差押えは許されるかなどを問うことにより，捜索差押令
状の執行方法，令状による捜索・差押えの効力が及ぶ範囲とその根拠について，
基本的知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。

★ 論点一覧 ★
1　必要な処分
2　令状呈示の時期
3　第三者に対する捜索・差押え

参 考 答 案

第１　マスターキーによるドアの開錠等について
１　警察官が来意を告げることなく，マスターキーでドアを
開錠し客室内に立ち入った行為は適法か。

２　まず，住居に準じる場所であるホテル客室内においては，
被処分者のプライバシー保護（憲法１３条）の観点から，
捜査機関は令状を執行するにあたり，来意を告知するのが
原則である。
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そこで，①捜索・差押えの実効性を確保する必要性があ

り，②相当性があれば，例外的に「必要な処分」（２２２条，
１１１条１項前段）として適法と考える。
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マスター問題

1  任意捜査と強制捜査

以下の【事案】を読んで，〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。なお，
公訴提起が適法であることは前提としてよい。

【事案】
１　警察官Ａは，ある日，Ｘが覚せい剤の販売を行っている，という有力な
情報を入手した。Ａは，聞き込みや張り込みなどの捜査を行い，Ｘが実
際に覚せい剤の販売を行っていることをうかがわせるいくつかの情報を
入手したものの，Ｘは終始用心深く振る舞っており，それゆえ，Ｘの住
所や覚せい剤の隠し場所などを確知するには至らなかった。
そこでＡは，Ｘに対し，自ら覚せい剤の購入を申し入れ，Ｘが現場に
覚せい剤を持参したら，その場でＸを逮捕しようと計画した。
Ａは聞き込みによってＸの携帯電話番号を入手していたので，その番
号に電話をかけ，覚せい剤の購入を申し入れた。ところがＸはＡが捜査
官ではないかと警戒し，なかなかＡの申し入れに応じようとしなかった。
そこでＡは，多少の駆け引きならば許されるであろうと考え，「今すぐ覚
せい剤を譲ってくれるなら，相場の倍まで払っていいんだが。」とＸに伝
えた。しかし，ＸはＡとの取引に応じる気配を見せず，Ａの申出を拒絶し
た。すると，このままではらちがあかないと考えたＡは，「お前が覚せい
剤の密売人だっていう話をサツにたれこんでもいいんだぞ。今なら，３
倍の金を支払ってやるから。」などと言い，Ｘに強く迫った。
Ａの発言および高額な代金の提示があった数日後，ＡはＸから取引に
応ずるとの連絡を受けた。そして後日，ＡはＸとの待ち合わせの場所に
赴くと，Ｘが覚せい剤を差し出すのを確認した後，Ｘを覚せい剤所持罪
の現行犯で逮捕し，所持していた覚せい剤（以下，「本件覚せい剤」とす
る。）を差し押さえた。

２　その後，Ｘは被疑者として勾留されたが，取調べの最中にＸが「罠に
はめやがったな。汚い野郎どもだ。」などと非難の言葉を口にするのを疑
問に思った捜査担当の検察官は，Ａに対し，どのような捜査を行ったの
かを質した。Ａがこれに対し，Ｘが当初は取引に応じようとしなかったこ
とや自分が演技をしたことなどを伏せ，自己が購入を申し入れたらＸは
素直に取引に応じたと答えたので，この検察官はそれ以上追及すること
はなかった。
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３　後日，Ｘは覚せい剤の所持及び販売の事実を訴因として起訴された。
ところが，冒頭陳述の終了後，Ａが行っていた捜査の全貌が判明した。
それゆえ，一連の事実を勘案すると，このまま証拠調べ請求をした場合，
本件覚せい剤の証拠能力は肯定される余地もあるものの，やはり否定さ
れるのではないかと懸念した公判担当の検察官Ｂは，新たにＸの有罪を
基礎付ける証拠を入手しなくてはならないと考えた。そこで関係者の任
意取調べ（以下，「本件取調べ」とする。）を実施したところ，Ｘが自宅
の付近に覚せい剤や関連する資料を隠している可能性があるという情報
を得た。
そして，こうした捜査機関の動きを察知したＸの仲間が覚せい剤の隠
滅を図る可能性があったことから，Ｂは，本件取調べの結果をまとめた
書面及び証拠隠滅の動きがあることを示す資料を疎明資料として，裁判
官に令状を請求し，その発付を受け，捜索・差押えを実施した。
これにより，Ｘの自宅の側に置かれたバッグの中から，覚せい剤（以下，

「新たな覚せい剤」とする。）と，Ｘが，過去に自己が行った覚せい剤の
取引の日時や場所，取引相手などを纏めた手書きのメモ（以下，「本件メモ」
とする。）をコピーした書面（以下，「本件コピー」とする。）が発見された。
なお，その後の捜査により，本件メモそのものはＸにより焼却された

ことが判明している。
４　その後の公判において，Ｂは，裁判所に対し，覚せい剤の販売の事実
を要証事実として，新たな覚せい剤と，本件コピーの取調べを請求した。

〔設問１〕
【事案】の３における下線部のＢの懸念の当否について論じなさい。

〔設問２〕
【事案】の４において，Ｂの請求は認められるかどうかについて論じなさ
い。ただし，刑事訴訟法３２０条１項の規定については考慮する必要はない。
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▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
本問は，覚せい剤所持及び販売事件に関する捜査を素材に，事案を的確に把握し，分
析する能力を問うとともに，おとり捜査の適法性，違法収集証拠排除法則，写しの証拠
能力等に対する理解及び事例へのあてはめを問うものです。

★ 論点一覧 ★
1　おとり捜査の適法性
2　違法収集証拠排除法則
3　第一回公判期日後の捜索・差押え
4　写しの証拠能力
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思考のプロセス
一　全体の注意点
本問は事案が比較的長く詳細に挙がっており，事案分析・あてはめが重要と

なります。自分なりに価値判断をしたうえで説得的に結論を示す必要がありま
す。どの事実をどの要件との関係で取り上げるのかも重要ですが，この点は事
前に準備をしておかないと混乱してしまうおそれが強いです。うまく処理でき
なかった方は，しっかりと確認しておきましょう。

二　具体的な論述の流れ
１　設問１について

おとり捜査の適法性については，①そもそもおとり捜査は任意捜査か，②
任意捜査であるとしてどのような要件をみたせば許されるか，の２点を検討
することになります。そして，本問のおとり捜査が違法であるとした場合は，
排除法則を論ずることとなります。
⑴　まず，①おとり捜査は任意捜査かどうかについては，任意捜査とするの
が判例・通説です。
⑵　おとり捜査が任意捜査であること（ゆえに，おとり捜査を認める明文の
規定や令状は不要なこと）を確認したら，次はおとり捜査がいかなる要件
の下に許されるかを示したうえで（規範定立），あてはめることになります。
あてはめにおいては，おとり捜査の必要性の存在は端的に認定してよい
でしょう。
次に相当性ですが，本問でＢは「証拠能力があるとも思えるけどやっぱ

り無さそう」と考えているので，証拠能力の存在を基礎付ける事実と不存
在を基礎付ける事実（ここでは，適法性・違法性を基礎付ける事実）の両
方を指摘する必要があります。
⑶　おとり捜査が違法であるとした場合，排除法則の適否を検討することに
なります。この点，判例は，①証拠の収集手続に令状主義の精神を没却す
るほど重大な違法があり，②将来の違法捜査抑制の見地から排除が相当で
ある場合，に排除を肯定しています。しかし，行き過ぎたおとり捜査が違
法であるとしても，令状主義に抵触するとは考えにくいので，この規範を
そのまま使用すると奇妙な論証となってしまいます。そこで，参考答案の
ように，「適正手続の精神を没却するほど重大な違法があり」などと言い
換える必要があります。
そして，あてはめにおいては，①重大な違法の存否を客観面（捜査官の
行為の規範逸脱の程度や侵害された利益の性質・重大性など）及び主観面
（違法行為を意図的・組織的に行ったか，繰り返し行っているかなど）を考
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慮しつつ検討した後，②証拠排除の相当性の有無を検討します。ところで，
判例は①がみたされる場合は基本的に②もみたされ，①がみたされない場
合は基本的に②もみたされないと考えているようですが，この点について
はあまり突っ込まずに，①と②をそれぞれ検討しておけば十分でしょう。

２　設問２について
設問２では，新たな覚せい剤や本件コピーの証拠調べ請求が認められるか

が問われています。まず，第一回公判期日後の捜査機関による新たな覚せい
剤や本件コピーの捜索・差押えが違法であれば違法収集証拠排除法則により
証拠調べが認められない可能性があります。そこで，①第一回公判期日後に
おいて捜査機関が捜索・差押えを行うことができるかということが問題とな
ります。
また，第一回公判期日後において捜査機関が捜索・差押えを行うことがで

きるとしても，本件コピーは写しであるので②写しの証拠能力について検討
することになります。
なお，新たな覚せい剤や本件コピーが毒樹の果実の理論により証拠排除さ
れないか検討された方もいると思います。本問では，新たな覚せい剤や本件
コピーはおとり捜査により得られた本件覚せい剤と関連性がある証拠とはい
えないので（本件覚せい剤の鑑定書を疎明資料にすることすらしていません），
もし，書くとしても，答案のバランスを失わないように気をつけましょう。
⑴　まず，①について，「公訴提起後の捜索・差押えも許容されるものの，
第一回公判期日後は許されない」（厳格な中間説）という説があります。も
ちろん厳格な中間説も有力ですから，この見解に立ったうえで捜索・差押
えは違法としても誤りではありません。ただ，厳格な中間説に立つと本問
の事情を活かしにくいうえ，その後に排除法則のあてはめをしなくてはな
らなくなってしまいますので注意して下さい。
なお，証拠保全について規定した179 条の「第一回公判期日前」がい
つまでなのかについて，冒頭手続終了後と考える説と，冒頭陳述終了後と
考える説がありますが，本問は冒頭陳述終了後の話なので，いずれにせよ
179条にいうところの「第一回公判期日前」ではないことになります。
⑵　次に，②についてですが，本問では原本が存在したこと及び原本の提出
が不可能あるいは困難であることは事案から確定できるものの，コピーが
原本の内容を正確に反映したものであるかどうかを完全に確定することは
できません。しかし，この点は，手書きなどではなくコピーであるという
事を理由として認定してしまってよいでしょう。
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第１　設問１について
１　Ａが行った捜査が違法であれば，それにより得られた本
件覚せい剤も，違法収集証拠排除法則により証拠能力を否
定されうる。そこで，Ａが行った捜査の適法性を検討する。
２　本件でＡは自ら覚せい剤を買い受ける旨を申し入れ，取
引に応じたＸを逮捕している。このような方法は，捜査機
関がその身分・意図を秘して相手方に犯罪を実行するよう
に働きかけ，相手方が犯罪を実行しようとしたところで逮
捕するという，いわゆるおとり捜査である。この適法性に
ついて明文の規定はないが，おとり捜査は重要な権利・利
益の制約を行うものとはいえず，任意捜査として許される。
３　ただ，捜査比例の原則のもと，任意捜査も必要かつ相当
なものに限り許される（１９７条１項本文）。具体的には，
①直接の被害者がいない薬物事犯等の捜査において，②通
常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合
に，③単に犯罪実行の機会を提供したといえる程度の働き
かけを行うことは，許されるものと考えられる。
本件は覚せい剤事犯であり，①の要件はみたす。また，

聞き込みや張り込みなどの通常の捜査を行ったにも関わら
ず，Ｘの住所や覚せい剤の隠し場所を確知できておらず，
このままでは捜索・差押えを行うことも困難であるから，
②の要件もみたす。

➡

おとり捜査の適法性

もっとも，Ａは覚せい剤の購入の申し入れにつき，「サ
ツにたれこんでもいいんだぞ」という脅迫的なことを言い，
また，通常の３倍もの金額を提示するという強い働きかけ
があり，このような働きかけがあれば，それにより新たに
犯意を形成してしまう蓋然性は高い。ゆえに，本件では単
に犯罪実行の機会を提供しただけとはいえず，③の要件を
みたさない。
よって，本件おとり捜査には違法がある。

４　ただ，違法な捜査から得られた証拠でも，直ちに証拠排
除されるわけではない。具体的には，当該証拠の収集手続
に適正手続の精神を没却するほどに重大な違法があり，当
該証拠を採用することが将来の違法捜査抑制の見地から相
当でない場合に，当該証拠は証拠能力を否定される。
本件では，たしかに，主観面をみると，Ａは多少の駆け

引きならば許されるだろうと考えて行為しており，積極的
な法無視の態度はなく，違法は重大ではないとも思える。
しかし，おとり捜査は捜査機関自らが犯罪を作り上げる

ものであり，反倫理的な性格を有している。そして，「サ
ツにたれこんでもいいんだぞ」という脅迫的なことを言い，
また，通常の３倍もの金額を提示することで，強い働きか
けをして犯罪を行わせているのだから，その違法は重大と
いうべきである。そして，Ａがその後の追及に対してＸが

➡

 違法収集証拠排除法
則

参 考 答 案
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素直に取引に応じたと嘘を述べていることからすると，同
様の捜査を繰り返すおそれがある。
よって，本件覚せい剤の証拠能力を否定することは将来

の違法捜査抑制の見地から相当であるといえる。
ゆえに，本件では，覚せい剤の証拠能力を肯定する事情

も認められるものの，結果的には証拠能力は否定され，Ｂ
の懸念は妥当なものである。

第２　設問２
１　まず，本件では第一回公判期日後に捜査機関により捜索・
差押えが実施されている。この点に違法があり，新しい覚
せい剤及び本件コピー（以下，本件証拠）の証拠能力が否
定されれば，Ｂの請求は却下されることになる。
思うに，公判中心主義や当事者対等の原則からすれば，

第一回期日後は，捜査機関が公判手続によらずに強制処分
を用いて証拠を収集することは，原則として許されないも
のと解するべきである。
しかし，裁判所と捜査機関で，その時点での捜索・差押

えの必要性の認識に相違がありえることや，捜査には密行
性や緊急性が要求される場面もあることからすると，第一
回公判期日後の捜索・差押えを一切否定すべきではない。
そこで，裁判所に対する請求及び裁判所による実施を

待っていては捜索・差押えの実効を期しがたいことの疎明

➡

第一回公判期日後の
捜索・差押え

がある場合には，捜査機関による第一回公判期日後の捜索・
差押えも例外的に許容されるものと考える。
本件では，証拠隠滅の動きがあることを示す資料が疎明

資料として提出されており，裁判所に対する請求及び裁判
所による実施を待っていては捜索・差押えの実効を期しが
たいことの疎明があったといえるので，本体における捜索・
差押えは許容される。

２　ただ，本件コピーは原本ではなく，写しである。
そして，３１０条ただし書の存在からして，写しに証拠

能力が認められるには，①原本が存在し，②写しが原本を
正確に再現したものであり，③原本の提出が不可能ないし
著しく困難であることが必要と考えられる。
この点，本件コピーの①原本は存在していた。また，コ

ピーが原本の内容を機械的に写すものであることからし
て，②原本の内容を正確に再現していると考えられる。さ
らに，本件メモは焼却されており，③原本の提出は不可能
である。
よって，本件コピーの提出は認められる。

３　以上より，本件証拠の証拠能力は肯定され，Ｂの請求は
認められる。

 以　上

➡

写しの証拠能力
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 合格ライン
１　設問１について
⑴　おとり捜査の適法性について
・　おとり捜査が任意捜査であることを，そのように考えることの必要性（強
制処分法定主義）に配慮しつつ論じていること

・　本件おとり捜査の適法性について，これを肯定する事実と否定する事実
を取り上げつつ，検討していること

⑵　証拠排除の有無について
・　違法収集証拠が排除されるための規範を定立していること
・　あてはめにおいて証拠排除を肯定する事実と否定する事実を取り上げつ
つ，検討していること

２　設問２について
⑴　捜査機関が行う，第一回公判期日後の捜索・差押えの適法性について
これを認める必要性と，認めた場合の問題点（公判中心主義違反）に配慮

しつつ論じていること
⑵　写しの証拠能力について
適切な規範定立・あてはめができていること

★ 論点解説 ★
1　おとり捜査の適法性
一　問題の所在
おとり捜査とは，捜査機関またはその協力者が，その身分や意図を秘して，
対象者に犯罪を実行するように働きかけ，対象者がこれに応じて犯罪の実行
に出たところで検挙する捜査方法をいう。おとり捜査については，刑訴法上
明文規定がない。そこで，①おとり捜査は任意捜査か，②任意捜査であると
して，いかなる要件の下に許されるか，という２点が問題となる。①につい
ては，おとり捜査は一般的・類型的にみて重要な権利・利益の制約を伴うも
のとはいえず，任意捜査であるとするのが通説である。もっとも，任意捜査
といっても無限定に許容されるわけでない。そこで，②の点が問題となる。

二　学説
１　主観説

犯意の有無を基準として犯意誘発型と機会提供型とを区別し，犯意誘発
型については違法，機会提供型については適法とする見解。
（理由）

犯意誘発型のおとり捜査は人格的自律権を侵害する点で違法である
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が，機会提供型のおとり捜査は自律権を実質的に侵害するとまでいえ
ない。
（批判）

犯意の有無をおとり捜査の違法の判断基準とする場合，犯罪を実行
したのは犯意があったからだという前提のもとに犯意の認定が甘くな
る可能性がある。

２　客観説
おとりの側の行為の適法・違法を基準とする。すなわち，通常の誘惑の
程度を超えて犯意を誘発するような官憲の行為があった場合には違法とす
る見解。
（理由）

前科・前歴のある者については機会提供型との認定となりやすいの
で，犯人の特性を問題とするのではなく，何人でも犯意なき者に犯意
を起こさせるようなやり方であったかどうかという捜査手続を問題と
すべきである。
（批判）
官憲の働きかけによって初めて犯意を生じた場合でも，働きかけが
異常・執拗でなければおとり捜査が許されるということになりかねな
い。

３　競合説（田宮，田口，光藤）
主観説の基準を維持し，犯罪誘発型のおとり捜査があった場合には違法

とし，さらに，機会提供型であっても，官憲の働きかけが常軌を逸するも
のであった場合には違法とする見解。
（理由）
おとりの働きかけが執拗であって犯罪実行への国家の関与の度合い
が高い場合には，憲法 31条の適正手続の内容をなす司法の無瑕性を
侵害する場合にあたるので，機会提供型であってもおとり捜査が違法
となる場合はある。

三　判例（最決平16.7.12 ／百選〔12〕）
事案：　本件では捜査協力者からの情報があったものの，それでも証拠収

集，被告人の検挙が困難であった。そこで，捜査協力者に麻薬捜査
官を買い手として紹介させ，麻薬捜査官が大阪で大麻樹脂２kgを
買い受ける意向を示した。被告人がこれに応じて大麻２kgをホテ
ルに運び入れさせたところを，あらかじめ発布を受けていた令状に
より捜索したうえで，現行犯逮捕した。
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決旨：　「おとり捜査は，捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が，
その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け，
相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等によ
り検挙するものであるが，少なくとも，①直接の被害者がいない薬
物犯罪等の捜査において，②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の
摘発が困難である場合に，③機会があれば犯罪を行う意思があると
疑われる者を対象におとり捜査を行うことは，刑訴法 197 条１項に
基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみると…捜査協力者からの情報によっても，
被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず，他
の捜査手法によって証拠を収集し，被告人を検挙することが困難な
状況にあり，一方，被告人は…買手を求めていたのであるから，麻
薬取締官が，取引の場所を準備し，被告人に対し大麻樹脂２㎏を買
い受ける意向を示し，被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう
仕向けたとしても，おとり捜査として適法というべき」として，本
件各証拠の証拠能力を肯定した。

2　違法収集証拠排除法則
一　問題の所在

違法収集証拠排除法則とは，違法な手続によって収集されたものは裁判に
おける証拠から排除すべきであるという理論である。同原則について明文の
規定はないものの，判例によって採用された原則とされ，一般にも認められ
ている。問題となるのは，具体的にどのような証拠が排除されるのか，その
判断基準である。

二　学説
１　絶対的排除説

収集手続に「重大な違法」があった場合には，直ちに証拠排除されると
する。
（批判）

違法認定が直ちに証拠排除となるため，裁判所が違法認定に慎重に
なりやすい。

田口・47 頁以下，池田＝前田・117 頁以下

■参考文献
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２　相対的排除説（井上，田口）
一定の違法があれば直ちに証拠を排除するという方法をとらず，証拠収
集手続の違法以外の諸事情も併せて比較衡量し，排除の妥当性を事件ごと
に判断する。
具体的には，
⑴　憲法違反があれば絶対的に排除　
⑵　それ以外の場合は司法の廉潔性・違法捜査の抑制の見地から，
手続違反の程度，違反がなされた状況，違反の有意性，頻発の度合い，
証拠採取との因果関係の程度，証拠の重要性，事件の重大性等の
諸要素を総合して排除の可否を判定する。

（理由）
・　排除法則の根拠も総合的に考慮すべきであるから，その基準も利
益衡量とならざるをえない。

・　裁判所による捜査手続の違法宣言は，判例による捜査法の形成と
いう重要な効果をもたらすことができるので，違法宣言を出しやす
い基準が望ましい。

（批判）
すでに確定している証拠収集の違法と事件の重大性及び証拠の重
要性とを比較衡量して手続違反に対する法律効果を判断することは，
処罰の必要性が高ければ違法捜査が事実上許されるという結論にな
る。

三　判例（最判平15.2.14 ／百選〔96〕）
事案：　逮捕状発付があったのに，逮捕状を呈示せず，逮捕を行い，その

逮捕による身柄拘束の下，被告人は任意の採尿に応じた。その結果，
尿から覚せい剤成分が検出された。なお，警察官は，逮捕状を呈示
しなかったのみならず，逮捕状・捜査報告書に逮捕状を呈示した旨
の虚偽の記載をしたうえ，証人として出廷したときにも逮捕状を呈
示した旨の虚偽の証言をなした。

判旨：　「逮捕時に逮捕状の呈示がなく，逮捕状の緊急執行もされていな
い……という手続的な違法があるが，それにとどまらず，警察官は，
その手続的な違法を糊塗するため，……逮捕状へ虚偽事項を記入し，
内容虚偽の捜査報告書を作成し，更には，公判廷において事実と反
する証言をしているのであって，本件の経緯全体を通して表れたこ
のような警察官の態度を総合的に考慮すれば，本件逮捕手続の違法
の程度は，令状主義の精神を潜脱し，没却するような重大なもので
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あると評価されてもやむをえないものといわざるをえない。
そして，このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容する

ことは，将来における違法捜査抑制の見地からも相当でないと認め
られるから，その証拠能力を否定すべきである……本件採尿は，本
件逮捕の当日にされたものであり，その尿は，上記の通り重大な違
法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であると
いうべきである。また，その鑑定書も，同様な評価を与えられるべ
きものである。」と判示した。

3　第一回公判期日後の捜索・差押え
一　問題の所在

起訴後であっても，捜査が必要となることは否定できない。もっとも，起
訴後には公判中心主義の要請があり，また被告人は当事者の地位につく。こ
のことから，起訴後に強制捜査することができないのではないかが問題とな
る。

二　学説
１　積極説（河上）

捜索差押えを必要とする相当の理由がある限り，捜査機関は，起訴後も，
第一回公判期日の前後を問わず，捜索差押えなどの強制捜査を行うことが
できる。
（理由）

刑訴法は条文上（219Ⅰ，規則 155Ⅰ③，220Ⅳなど）これを予定
している。

２　消極説（井戸田）
起訴後は，捜査機関による強制処分は許されない。
（理由）
・　起訴によって捜査は目的を達して捜査手続は終了している。
・　起訴後は，裁判所による強制処分として捜索・差押えを行うべき
である。

３　中間説
起訴後の捜査機関による捜索差押えは，第一回公判期日前は許されるが，

第一回公判期日後は許されない（制限される）。

田口・373 頁以下，池田＝前田・478 頁以下

■参考文献



 15

任意捜査と強制捜査

　司法試験 予備試験 新・論文の森　刑事訴訟法　補訂版

（理由）
第一回公判期日前は，被告側に証拠保全（179）が認められること

との関係上，許されるべきであるが，第一回公判期日後は，公判中心
主義の要請や当事者対等の原則を無視できない。

中間説は，さらに以下の２説に分かれる。
⑴　厳格な中間説（松尾）
起訴後の捜査機関による捜索差押えは，第一回公判期日後は，一切許

されない。
⑵　緩やかな中間説（石井）
起訴後の捜査機関による捜索差押えは，第一回公判期日後でも，裁判
所に対する請求及び実施を待っていては，捜索差押えの実効を期しがた
いことの疎明があれば，許される。

三　裁判例
第一回公判期日後の，司法警察員による捜索差押許可状の請求について，

これを必要とする特別の事情の認められない本件の場合は不当であるとし
て，他の理由と併せて処分を取り消した裁判例（千葉地決昭 35.5.25）や，対
物的強制処分については，第一回公判期日以前までは，捜査官において適法
に裁判官の発する令状に基づいて捜索，差押えなどの強制処分をすることが
できるとした裁判例（東京地決昭 44.5.9）がある。

4　写しの証拠能力
一　問題の所在

写しとは，文書の原本の内容の全部または一部を原本と同一の文字・記号
で転写した文書で，その内容が原本と同一である旨の認証文が付されていな
い文書をいう。原本と写しを比べた場合，原本の方が優れた証拠であるので，
原則として原本を証拠提出すべきである（最良証拠の原則）。そこで，原本
に代えて写しを証拠とすることができるのはどのような場合かが問題となる。

二　学説
１　３要件を要求する見解（通説）

コピーが許容されるためには，①証拠能力のある原本が存在しまたは存
在したこと（原本の存在），②原本の提出が不能または困難なこと（必要性），

田口・152 頁以下，池田＝前田・268 頁以下

■参考文献
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③内容が原本と一致していること（正確性），の３要件を備えることが必要
である。

２　必要性の要件を原則として不要とする見解（居林）
（理由）
原本を提出しなければ証拠調べの目的を達し難い特段の理由は通常

の事態ではありえない。
３　必要性の要件を緩やかに解する見解（伊藤）

謄本の内容が原本と完全に同一であることが高度の確実性をもって証明
された場合には，この要件の存在を要せず，原本の提出の方が不便である
という程度で足りるとする。

三　裁判例（東京高判昭58.7.13 ／百選〔93〕）
事案：　テレビニュースから録画したビデオテープの証拠能力と，このビ

デオテープをテレビ受像機に再生し，その映像のうちいくつかの場
面を写真機によって撮影した静止写真によって構成されているテレ
ビニュース画面写真帳の証拠能力が問題となった。

事案：　「写し一般を許容すべき基準としては，⒜原本が存在すること
……，⒝写しが原本を忠実に再現したものであること……，⒞写し
によっては再現しえない原本の性状（たとえば，材質，凹凸，透か
し模様の有無，重量など）が立証事項とされていないことを挙げる
ことができる。以上に反し，⒟原本の提出が不可能又は著しく困難
であることを，写しの許容性の基準に数える必要はない。蓋し，そ
れは，最良証拠の法則ないしは写し提出の必要性の問題であるに過
ぎないからである。」と判示した。

田口・416 頁以下，池田＝前田・426 頁以下

■参考文献
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オプション問題

警察官Ａは，覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通
常逮捕し，その際，甲が持っていた携帯電話を，そのメモリーの内容を確認する
ことなく差し押さえた。その上で，Ａが，無令状で，甲の携帯電話を操作して，
そのメモリーの内容を精査したところ，同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕
入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており，同メールに，翌日
の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。
そこで，Ａが，同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ，
乙が近づいてきたので，Ａは，乙に対して，甲を名のった上で「約束の物は持っ
てきてくれましたか。」と言った。すると，乙は，Ａを甲と誤認して，覚せい剤
を差し出したので，Ａは，乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。
以上のＡの行為は，適法か。
 （平成１７年度旧司　第１問）

学習のポイント
本問は，最決平 16.7.12 ／百選〔12〕で薬物事犯についてのおとり捜査の判断

がなされたことを踏まえ，事例を処理することを求めていますが，典型的なおと
り捜査の問題ではないので，注意が必要です。
ただ，おとり捜査以外でも，おとり捜査に至るまでのＡの行為について，逮捕

に伴う差押え，その差押対象物の精査について，薬物事犯であることや，携帯電
話の特殊性などを考慮し，詳細に論述することが必要です。
参考答案では適法としましたが，仮に違法とした場合には，おとり捜査の適法
性に影響を与えるかということへの検討が必要となることに注意して下さい。

（法務省発表の出題趣旨）
本問は，覚せい剤譲渡容疑での携帯電話の差押えに端を発する一連の捜査手続

の適法性を問うことにより，差押えにおける証拠物と被疑事実との関連性，押収
物についての必要な処分，任意捜査の適法性の判断基準などに関する刑事訴訟法
の基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。

★ 論点一覧 ★
1　証拠物と被疑事実の関連性
2　差押えの効力
3　任意捜査の適法性
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参 考 答 案

第１　携帯電話の差押え行為の適法性
１　まず，警察官Ａは甲の逮捕後（１９９条１項），無令状
で携帯電話を差し押さえているが，これは，逮捕に伴う差
押え（２２０条１項２号）を根拠とするものと思われる。
そして，本問では，通常逮捕がされているので「逮捕する
場合」にあたり，甲が所持していた携帯電話を対象とする
ので「逮捕の現場」にもあたる。
ただ，携帯電話には犯罪と関連性のない情報も多く含ま

れることから，逮捕に伴う差押えの限界を超えて違法とな
るのではないか，問題となる。
２　逮捕に伴う差押えが認められた趣旨は，逮捕の現場には
証拠の存在する蓋然性が高いので，合理的な証拠収集手段
として認められたことにあると考える。そこで，逮捕に伴っ
て差押え可能なのは被疑事実と合理的に関連するものに限
られると解する。
本問では，甲が覚せい剤の密売人として疑われ，甲の携

帯電話には顧客や仕入先の電話番号が登録されている蓋然
性が高いので，被疑事実との関連がある。また，携帯電話
のメモリーが大容量化しているため，現場で犯罪との関連
性を判断することは時間的に困難な場合もあり，携帯電話
ごと押収することも相当性があるといえる。
３　よって，逮捕に伴う差押えの限界は超えないので適法で

➡

証拠物と被疑事実の
関連性

ある。
第２　携帯電話のメモリーの内容を精査した行為の適法性
１　では，携帯電話の差押え自体は適法だとしても，メモリー
の内容を精査した行為は適法か。
２　警察官Ａは無令状でメモリーの内容を精査することがで
きるのであろうか。
確かに，携帯電話のメモリーの内容を精査する行為は，

物について，強制的に内容を五官の作用によって感知する
処分にあたることからすれば，別途検証令状（２１８条１
項）を取るべきとも思える。
しかし，携帯電話は，電話・メールの通信記録や住所録

等のデータを保存しておく備忘録としての機能を有してい
る。そして，このような機能を有している携帯電話を差し
押さえた以上は，その中に含まれているメモリーの内容を
精査することは，捜索にとって「必要な処分」（２２２条
１項，１１１条１項）として許されると考えられる。
３　以上より，警察官Ａが無令状でメモリーの内容を精査し
た行為は適法である。

第３　乙の逮捕行為の適法性
１　まず，乙の逮捕行為はおとり捜査にあたるか。
この点，おとり捜査とは，捜査機関又は捜査協力者が身

分や意図を秘して，犯罪を行うよう働きかけ，犯罪の実行

➡

差押えの効力
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に出たところで現行犯逮捕等により検挙することをいう。
本問では，捜査機関Ａが，身分や意図を隠し，甲を名のっ

て「約束の物は持ってきてくれましたか。」という欺罔に
より働きかけ，覚せい剤を差し出させ，現行犯逮捕してい
るので，おとり捜査にあたる。

２　では，おとり捜査は適法か。強制処分だとすれば，法律
が必要となることから，強制処分と任意処分の区別基準が
問題となる。
物理的強制のみならず，プライバシー侵害などを防止す

る必要性と，捜査の必要性との調和の見地から，重大な権
利，利益の侵害がある場合を強制処分と考える。そして，
おとり捜査については，詐術的な行為はあるものの，犯人
が自分の意思に基づいていることから，任意処分と考える。

３　もっとも，任意処分であっても捜査機関の権限濫用を抑
制する見地から①必要性，②緊急性，③相当性をみたさな
ければならないと解する。
本問では，捜査の対象となる犯罪が薬物犯罪であるが，

これは社会の秩序を乱すものであるにも拘らず，密行性が
あるため検挙が難しいことからすると，おとり捜査自体の
必要性は高いといえる。それに，乙が覚せい剤の仕入先と
思われることからすれば，組織や密売人の情報を得られる
可能性が高いため，特におとり捜査の必要性は高いといえ

➡

任意捜査の適法性

る（①）。
そして，甲の約束した覚せい剤売買について，今おとり

捜査をして乙を検挙しなければ，別の機会によらざるを得
なくなってしまい，その間に乙が甲逮捕の事実を知って逃
走してしまう等が予想されるので，緊急性もみたすといえ
る（②）。
では，相当性はあるか。
この点，犯意を誘発するような場合は，国家が犯罪を作

り出すといえる点で，相当性を逸脱するが，機会を提供す
るにすぎない場合は，執拗に迫ったというような事情がな
い限り，相当性は認められると解する。
本問では，甲が結んだ取引の機会を利用したにすぎない

点で，機会を提供したにすぎないといえ，相当性は認めら
れるといえる（③）。

４　以上より，乙の逮捕行為は適法である。
 以　上
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